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「ツバサ、週末に村の近くで『チャーチャック
（chaachac）の儀式』をやるから見に来ない？」
そう声をかけてくれたのは、イラリアだった。
1982 年 7月半ばの頃だ。その当時、私はユカタ
ン大学付属野口英世博士記念地域研究所地域文化
研究部で後古典期マヤ社会の歴史学的研究に従事
していた。今思うと馬鹿な話だが、部長は研究員
全員に 3ヶ月ごとに成果報告書を提出することを
義務付けていたから、毎日死に物狂いで勉強した。
私が次年度もここで研究を続けられるかどうか
は、その報告書の内容評価に基づいて決定される
と言われていたからである。それでも、ユカタン
に来て 1年も経とうとしていたこの頃には多少心
の余裕もでき、週末には遺跡を訪れたり、私のマ
ヤ語の先生であり、同僚、かつ年上の友人でもあっ
たイラリアに連れられて、ソトゥタ村やその周辺
の村々を訪れたりしたものだった。この村には、
イラリアの幼馴染であるチという名字のマヤ人神
父がいて、彼の居住区に一部屋借りて、そこに寝
泊まりしていたのである。
私は、ユカタン地方の村々で「雨乞いの儀式」
が行われていること、そしてこれはおそらく先ス
ペイン期にまで遡る歴史を持っていることなど
を、イラリアやチ神父、友人たちに以前から教え
られて知っていた。だから、今度どこかの村で「雨
乞いの儀式」が行われることを耳にしたら、すぐ
に知らせてくれと皆に頼んでいたのが、今回のイ

ラリアの誘いとなったのだった。もちろんこれを
見逃す手はないと、早速ユカタン大学に留学して
いた日本人の友人を誘って行くことにした。
チ神父の運転する赤いフォルクスワーゲン・
ビートルに乗って、ソトゥタ村の教区教会に着い
たのはちょうど昼頃で、イラリアが作ってくれた
ユカタン料理の一つであるポージョ・ピビルをい
ただいた。そして神父が、「雨乞いの儀式」には
夜中に連れて行くから、今から休んでおきなさい。
徹夜することになるんだからとおっしゃるので、
部屋に戻って夜を待った。
夜 9時ごろ、私たちは教会を後にして、村を出
て暗がりの中を進んだ。チ神父が、「確かこの辺
なんだが」と車を止めた。闇に目が慣れてくると、
なるほど右の森の辺りで人が動くのが見える。「あ
あ、ここだ。さあ、君たちはここで降りなさい。あっ
ちがその『雨乞いの儀式』をやっているところだ
よ」と簡単におっしゃる。外部の、しかも外国人
である私たちが突然そんな儀式に顔を出していい
ものなのかと神父に問うたら、「いや先週から君
たちのことは伝えてあるし、許可もとってあるか
ら大丈夫さ」と神父。「あの、申し訳ないんですが、
一緒に車を降りて僕たちをもう一度紹介していた
だけませんか」と願い出た私の表情は、やはり何
やら「黒魔術」の現場に足を踏み込むような錯覚
を覚えてこわばっていたに違いない。すると神父
は破顔一笑し、「あのね、僕はこう見えてもカト
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リックの神父なんだよ。あっちでやっているのは
いわば『異教の儀式』だ。そこへ私が顔を出せる
わけがないだろう。いや、誰があそこにいるのか
は知ってるよ。もちろん教会にも来るからさ。で
も今は異教の儀式をしてるんだ。僕は関わること
ができないんだよ。さあ、降りて行きなさい」と
僕たちを促す。1人で来なくてよかったと思いつ
つ、こわごわ人のいる方へと向かった。振り返る
と、もうそこに神父の車はない。後戻りはできな
いのだ。
目の前に、白っぽいシャツを着た子供たちが数
人列を作って並んでいる。その先頭では、鉢巻を
巻いて 2本のツノのようなものを立てた大人が、
日本の神社で禰宜が榊を持ってお祓いをするよう
なことを一人一人にしている。それが終われば奥
へと進むのだ。ますます心細くなってきた。が、
今更帰るわけにもいかない。ここは村から相当離
れたところにあるらしいし、第一子供たちが平気
な顔をして参加しているのに、大の大人である私
たちが尻込みする図はみっともないこと夥しい。
（写真 1）

いよいよ私の番になった。身体を上から下、表
と裏とを葉のついた木の枝で「清め」られ、次に
葉のない枝の束で尻を叩かれて終わりだ。それを
している人に、「あっちでいいんですね、雨乞い
の儀式をやっているのは」とできる限りにこやか

に聞いてみたら、仏頂面で頷くばかり。明かりの
見える方向へ歩いた。
薄暗さに目が慣れてくると、開けた場所にテー
ブルのような祭壇が設けられ、その周囲には大人
や子供たちが輪になって座っているのが見える。
おりしも、神官らしい老人がマヤ語で祈りを捧げ
ているところであった。（写真 2）

少し時間が経って、私たちも落ち着きを取り戻
した。その場にいる人たちは、普段村で見かける
普通の生活を送っている人々だったからだ。ただ
子供たちも含めて、女性が一人もいない。どうや
ら男性だけが参加できる儀式らしい。そばにいる
優しい顔をした年配の人と話し始め、様々なこと
を教えていただいた。以下に記すことは、その方
のお話をもとにしたものである。

「雨乞いの儀式」が行われる場所への入り口に
立って、入る人々を「清めて」いたのは神官の助
手であった。角のように鉢巻に木の枝を挿してい
たのは彼自身の演出であって、特に意味はないと
のことだが、手にしていた木の枝の数は全部で
13 本であり、これは先スペイン期のマヤの宇宙
観では天空を分ける層の数に等しい。天空を司る
のは「オシュ・ラフン・ティ・ク（Oxlahuntiku）」
という名の神であり、「13（マヤ語で言う『オシュ・
ラフン』）の変体を持つ神」という意味だ。そし
て神官の助手は、「雨乞いの儀式」が行われている、
別の言葉で言えば、13 という数で示される、雨
が降ってくる天と密接にかかわる聖なる空間に入
ろうとする、「外」から来た人々が持っている「悪
い風（mal viento / aire）」を掻き落とす役割を

写真 1　外からくる人間を「清める」神官助手
©著者撮影（1982 年 7月 18日）

写真 2　祈りを捧げるマヤの神官
©著者撮影（1982 年 7月 17日）
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果たしていたのだ。もう一つ、この聖なる空間に
女性は立ち入ることができない。それは女性が「悪
い風」を持っているからだという。実際、村の女
性たちは、この儀式で生贄にされた鶏を調理する
役目を果たすのだが、それはあくる日、儀式の空
間とは、街道を隔てた反対側で行われることにな
る。
彼が手にしていた木の枝の束なのだが、葉のあ
るなしに関わらず、「ハビン（habin）」と呼ばれ
る木から取られたものだ。Haとは「水」を指し、
bin は「行く」という意味の動詞から来るもので、
文字通りには「水が行く」という名の木である。
さて、祭壇はテーブル状で、森で切って来た木
をつる

4 4

で縛って作られているが（写真 3）、その
脚から祭壇上へアーチ型にそれぞれハビンの木の
枝が張り出し、中央で結ばれている。これは天空
そのものを再現しているのだろうと思う。その天
頂から、つる

4 4

で巻かれた、ヒカラ（jícara、瓢箪
の一種）で作られた小さな器が 13個ぶら下げら
れており、これは祭壇の上にも同数置かれている。
中にはサカ（saca トウモロコシの粉と水で作ら
れた飲み物）が入っている。やはりここでも 13
という数が繰り返されており、祭壇が天空と見做
されていることは明らかだ（写真 4）。それぞれ
のハビンの枝からは周囲の木に向かってつる

4 4

が伸
ばされ、結び付けられている（写真 2、3、4 及
び 5を参照）。
神官の祈りの中に私が聞き取ることができたの
は、まずマヤの雨の神の名であるチャック（chac）
の名前は当然としても、聖書に出てくるイエス
（Jesús） や マリア（María）、 聖霊（Espíritu 
Santo）、アーメン（amen）などの単語だけであ

る。これらはマヤ人たちが植民地時代初期に自分
達の祈りの中に取り入れ、独自の意味を持たせた
ものであることはよく知られている１）。神官の発
話は極めて単調で、低い声で早口で話すことに特
徴があり、息継ぎのあたりに少し声が強く、かつ
高くなる傾向にある。後に、バランカンチェ
（Balankanché）という洞窟遺跡が発掘された際
に行われたマヤの儀式の録音を聞いたことがある
が、その単調さと発話法は極めてよく似ていた２）。
その間にも祭壇の周囲にいる人々は、反時計回
りに回っていく。これは太陽の動きを水平方向に
表したものだとされるが、その中で大人は 4人だ
けだ。彼らは「バカブ（Bacab）」と呼ばれ、マ
ヤの宇宙観によれば、世界の四方向で天空を支え
ているのが同じ名前の神々なのである。この 4人
は、その後祭壇の四隅に腰を下ろすから、やはり
この解釈は正しいだろう（写真 5、6）。

写真 3　「雨乞いの儀式」の祭壇
©著者撮影（1982 年 7月 18日）

写真 4　祭壇の上にあるヒカラ
©著者撮影（1982 年 7月 18日）

写真 5　  祭壇を回る人々。バカブが四方に伸びるつる
4 4

に手
をかけているところ、また胸に水の入った瓢箪と
ハビンの木の枝、木で作られた剣と猟銃の雛形を
持っていることに注意。

©著者撮影（1982 年 7月 17日）
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バカブたちは、四方に伸びるつる
4 4

の下を通るた
びに、そこに手を掛けて数回引っ張る。また首か
ら瓢箪を下げていて、手には先ほどの神官の助手
が使っていたハビンの木の枝や、白木で作られた
猟銃や剣の雛形を持っているのにも気づいた（写
真 5、7参照）。さらに、祭壇の周りに座る子供
たちは、「レックレクレクレク」という言葉を繰
り返している。これらはマヤの人々が、いかに自
然をよく観察し、「雨が降る」ことに関連する様々
な事象をここに再現したものだと言えるだろう。
まず、バカブがつる

4 4

を手にして引っ張るのは、こ
れによってそれが結び付けられている周りの木が
揺れ、雨が降る前に吹く風によって揺れる木々を
再現するためである。バカブが下げている瓢箪の
中には朝露を集めた聖なる水「スフイハ
（suhuyha）」が入っており、これもハビンの木
とともに雨と結びついているものだ。さらに、猟
銃はその音から雷と結び付けられ、剣はその刃の
光から稲妻を連想させるものだという。（写真 7）
また、子供たちの「レックレクレクレク」とい
う言葉はオノマトペであり、雨が降れば鳴くカエ
ルの声を真似ているのだ。
私が参加したこの祭りでは、水（雨）に関わる
自然現象の細かい描写に基づいたその再現が重要
な意味を持っている。これは2014年の体験だが、
メキシコ国立自治大学の学生を連れて野外調査を
した折、「満天の星」を学生たちに見せたくて車
を街道から外れた森の中に入れたことがある。そ
の夜は満月で見える星の数は少なく落胆したのだ
が、その代わり驚くほどの様々な生物の鳴き声が
私たちの耳に入ってきた。やかましいほどである。

同行していたマヤ人である私の学生は、その一つ
一つについて、鳴き声の主の名前をマヤ語で言い、
鳴き声まで真似して聞かせてくれた。その名前と
鳴き方には明確な関連がある。つまり、生物の名
前はその鳴き声などの生態と密接に関連している
のである。オノマトペに近いのだ。そしてその学
生は実に多くの名前を知っているのである。同じ
ことは、他の村で野外調査をした時でも体験した。
すでに別の号で書いたように、ジャングルの中を
歩いていると農民はよく草木の名前を教えてく
れ、それぞれが何の病気に効くのか、どんな害虫
や毒蛇などに噛まれた時に効くのかなどと詳細を
極めているのだ。そしてこれは、植民地時代にマ
ヤ語で書かれた薬草に関する文書の記述内容でも
同じだった。病気や害虫、毒蛇などの名前と、こ
れに効くとされる植物の名前には共通する形態素
が用いられていることが多いのだ。マヤ人が持つ
森羅万象の区分は、したがって有機的に相互に関
連しており、それは彼らにとって実際の生活の中
で「意味のある、役に立つ」ものとなっているの
である。別の言葉で言えば、彼らの知は現代の私
たちが慣れ親しんでいる西洋流の「分析的な知」
ではなく「叙述的な知」、すなわち五感で捉えう
るものの描写をその基礎に置いており、かつ彼ら
の日常生活との関わりにおいて整理・区分されて
いるのである。それは、私たち日本人にとっても
慣れ親しんだ知であると言っていいかもしれな

写真 6　  あくる日神官の祈りを聞く人々と、祭壇の周囲に
座るバカブ、子供たち

©著者撮影（1982 年 7月 18日）

写真 7　祭壇の脚の脇に置かれたバカブの持ち物
©著者撮影（1982 年 7月 18日）
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い。
さて、話を「雨乞いの儀式」に戻そう。あくる日、
まだ太陽が昇る前に、野宿をしていた人々が儀式
の準備をしていた。9羽の鶏が用意されており、
9人の男がその首に手をかけ、左腕で鶏を抱き、
別の人がその後ろについた。神官がコパル香を炊
き、ハビンの葉で 9回その煙を鶏の口へ持ってい
き、さらに 9回、今度は祭壇に置いてあるヒカラ
の椀に入れてあるサカを、鶏に飲ませている。そ
して、18 人の男たちは祭壇の周りをやはり反時
計回りに回りながら、一人は鶏の首を絞め、もう
一人は羽をむしり取っていった。ここで頻出する
9という数は、マヤの宇宙観では冥界（地下界）
の 9つの層に対応し、そこを司るのはボロンティ
ク（Bolontiku）という名の神であり、「9（マヤ
語で言う『ボロン』）の変体を持つ神」という意
味だ。冥界に到着した鶏は、男たちの手によって
解体され、油で揚げられ、それは街道を挟んだ向
かい側の空き地に陣取っている女性たちに渡され
る。そこで彼女たちはコル（kol）と呼ばれる、
トウモロコシと鶏肉を揚げたときに出た脂、鶏肉
などを混ぜて作る料理を作るのである。そこらの
木を切って作った棒で、大鍋に入ったコルをかき
混ぜる大雑把な作り方で、お世辞にも美味しそう
には見えない。
一方男性たちは、二つのグループに分かれて、
雨の神へのお供物となるトウモロコシの粉で作っ
たパンを用意する人々、地炉、すなわち地面に穴
を掘り、薪を入れその上に大きな石をいくつもの
せ、さらにその上に薪を重ねて火をつけ、石を加
熱する役割の人々に分かれて共同作業を始めた。
パンは、5－7層になっていて、各層にカボチャ
の種を焼いて粉にし、これを水で溶いてペースト
状にしたものが塗られている。だから 5－ 8セ
ンチ位の厚さになり、これを大きな木の葉で包み
込むのだ。双方の用意ができたところで、パンを
地炉にある焼けた石の上に並べ、残りの葉をかぶ
せてその上から土をかけ、数時間待つわけだ。
その間に再び雨の神への祈りが捧げられ（写真
6を参照）、あとはパンができるのを待つだけの、
無為の時間を過ごすのである。暑いユカタンのこ
ととて、水筒に持っていった水はすでになく、喉
の渇きは耐え難いほどになっている。皆もそうで
あるに違いなく、誰もが無口になっていった。と、

そこへ「パンができたぞう」という声が聞こえ、
皆地炉の方に向かう。被された土が除かれ、神官
が聖なる水をそこに撒いて短く神に祈りを捧げ、
それからパンが取り出される。（写真 8）
出来上がったパンは祭壇の上に並べられ、再度
雨の神への儀式が行われる。どの顔も嬉しそうだ。
そのお下がりの美味しいコルとパンをもらえるの
がもうすぐだということを知っているからだ。（写
真 9）
祈りが終われば、女性たちが用意したコルに、
揚げた鶏肉の入ったものが大鍋やバケツに用意さ
れ、参加した全員が分け隔てなくこれをもらい、
その場で食べるのが習慣である。写真を見て分か
るように、皆嬉しさを隠しきれない。（写真 10）

写真 8 パンが入った地炉に聖なる水をかける神官
©著者撮影（1982 年 7月 18日）

写真 9　祭壇にパンを載せさらに雨の神に祈る
©著者撮影（1982 年 7月 18日）



いえらっく　vol.42

6

余ったものは、希望者に分け与えられて、持っ
て帰って家人に食べさせることもできる。食べ終
えた人々は、そんなお土産を手に、三々五々それ
ぞれの家に歩いて戻って行き、これで「雨乞いの
儀式」は終了するのである。
むろん私たちもいただいた。だが、昨夜からほ
とんど飲まず食わずで、飲み物なしでこれらは喉
を通らない。まして私たちには美味しいとは到底
言えないもので、教会へ帰る道すがら捨ててきて
しまった。後でイラリアに怒られた。どうして私
たちのために持って帰ってくれなかったのかとい
うのだ。彼女や神父にとっては、美味しいもので
あったはずだ。もっともなことだった。そのイラ
リアも、今年 3月に幽明境を異にしてしまった。
この時のことを思う度に、今でも内心忸怩たる思
いがある。

この「雨乞いの儀式」は、現代においてもなお
マヤ人たちが行なっているさまざまな儀礼の中
に、先スペイン期から連綿と受け継がれている宇
宙観が息づいていることを明確に示していた。驚
くべきことだった。スペイン人による「征服」か
ら 500 年近い歳月が流れているにも関わらず、
である。このことは、二つのことを考えさせる。
一つは先住民共同体の中で「森

モンテ

」が果たしている
役割であり、もう一つはこれと密接に関わる「植
民地時代」の興味深い内実についてである。
すでに別の号でも述べたように、16 世紀以降

先住民は集住政策に従って碁盤の目状の街区を持
つプエブロ（pueblo）と呼ばれる村に住むこと
となった。しかしその「村」は、それ以前から彼
らが使用していたカフ（cah）という語で認識し

続けられ、その内部における社会関係や空間は、
先スペイン期に起源する習慣や認識に基づいて解
釈され、意味付けされていたのである。「キリス
ト教に基づく秩序」が曲がりなりにも物理的に感
得し得たのは、その街区とその中心部に建てられ
た教会や役所の建物であり、その周囲にはヨー
ロッパ文明が届かない「森

モンテ

」が広がっていた。こ
こは先住民の生活を支える生産基盤の空間であ
り、ここを司る「彼らの神々」に対するさまざま
な農耕儀礼が行われている場であり続けたのであ
る。マヤの人々は、大人と共に小さい頃から
「森
モンテ

」へ行き、そこであらゆる自然にまつわる知
識を教わり、「森

モンテ

」を生きているものとして、そ
こに聖なる存在（神々）を肌で感じていたに違い
ない。大人たちを中心に行われる「雨乞いの儀式」
などに代表されるいろいろな儀礼は、身近に感じ
取ることのできる「森

モンテ

」の神々と交わる重要なも
のであり、これに参加することで、同時に同じ村
に属しているという共通の思い（アイデンティ
ティー）を新たにすることになる。儀式の中で神
に捧げられた供物は、お下がりという形で等しく
分配され、その「思い」はさらに補強されるのだ。
そしてそれら全てが存在する「場」こそが「森

モンテ

」、
「自分達の空間、あるべき自分達の場」なのである。
そしてここにおいて、第 2の問題が関わってく
る。植民地政府は先住民たちが「森

モンテ

」で何を行なっ
ているのかを完全に把握していた。しかし、異教
の神々を拝んでいる廉で異端審問にかけるとする
ならば、事実上全先住民を訴追せねばならず、こ
れは現実的に不可能であった。彼らは植民地経済
の要であり続けていたからだ。したがって、早い
時期から植民地政府はこの二重の宗教性を黙認し
共存していくことになるのである。ここに植民地
時代の内実の面白みがある。公式には、その全植
民地において先住民はカトリック教徒になってい
る。しかし現実には、それは教会が監督し得る範
囲内でのことであり、その周辺の「森

モンテ

」では別の
宗教行為が平然と行われ続けていたのだ。だから、
私たちを「雨乞いの儀式」の場所へ連れて行って
くれ、しかし私たちをそこにいる人々に紹介する
のを拒否したチ神父の言葉は、まさにこの植民地
政府、カトリック教会の方針上に立脚したもので、
今考えてみても興味深いものであった。

写真 10　「お下がり」を美味しそうに食べる人たち
©著者撮影（1982 年 7月 18日）
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しかし、急速に変化する現代において、先住民
社会は大きく変貌を遂げようとしている事実にも
目を瞑るべきではなかろう。私が参加した 1982
年当時ですら、つまり今から 40年近く前ですら
神官そのものの数は減少傾向にあり、今回の儀式
でも別の村からお金を払って来てもらったそう
だ。また、複数の助手たちが、村の人々にどのよ
うに儀式を行うのかを説明している場面もあっ
た。さらに、プロテスタントに改宗してしまう村
人が多い昨今では、村で行われる異教の儀礼に参
加しないのが普通である。プロテスタントの数が
さらに増加すれば、伝統的な儀式の数は減少して
しまう。それでもなお、つまり他の村から儀式を
知るものを雇ってきてでも、村で伝統的な儀式を
行ないたいという人々はおり、これからどうなる
かが楽しみである。
ともあれ、次号では私の若いアメリカ人の友人
であるジョンが「森

モンテ

」で体験したこと、そしてこ
の空間が、植民地時代を生きる農民にとっていか
に大切なものであったのかを述べることにしよう。

注
１）Hanks, William F.
　　2010　  Converting Words. Maya in the 

Age of the Cross. University of 
California Press, Berkeley.

２）この稿の性格上、マヤ神官の発話テキストに
ついての細かな特徴についてこれ以上は述べな
い。その一部は録音してあるが、神官のそばに録
音機を置くことが憚られ、また当時のアナログ録
音の性能はあまり良くないもので、神官の声が聞
き取りにくかったことにもよる。一方バランカン
チェで行われた儀式の一部は下記の発掘報告に収
録され、テキストとソノシートが添えられている。

Andrews IV, E. Wyllys
1970　  Balankanche, Throne of the Tiger 

Priest. Middle American Research 
Institute, Publication 32, Tulane 
University, New Orleans.

 （IELAK研究員）

19 世紀に米国だけでなく、ラテンアメリカに
おいても、黒人奴隷の問題は大きな変革期を迎え
る。ブラジルやキューバなどのカリブ諸国におけ
る奴隷制は依然として継続していたが、すでに奴
隷による暴動が概して頻発していた。その最初の
成功例が、ハイチの黒人革命による独立であった
（1791-1804 年）。他方、米国においては、奴隷
制の是非をめぐって国が分断する内戦の危機が刻
一刻と迫っていたが、黒人奴隷の数はラテンアメ
リカに比べると少なく、基本的に暴徒化すること
は少なかった（ティレル 2010:117）。しかし、
メキシコの事例はこれらと大きく異なる。スペイ
ン系アメリカの中でも、カリブ海諸島と並んで、
メキシコは黒人奴隷の主要な供給先であった（増
田 1998:131）。1810 年のメキシコ独立戦争期
における黒人の大半は自由人で、それは全人口の

約1割にあたる62万4000人がアフロ・メスティ
ソ、さらに純粋な黒人は、1万人ほどいたと言わ
れている（Aguirre Beltrán 1981:234）。しかし
ながら、メキシコは、1810 年に独立指導者のミ
ゲル・イダルゴ（Miguel Hidalgo y Costilla）
が奴隷解放を宣言し、黒人系自由人は徴兵や傭兵
として独立戦争に加わった。1829 年には黒人系
のゲレロ（Vicente Guerrero）が大統領になっ
ている。1823 年に発効されたメキシコ帝政入植
法 30条では奴隷の売買が禁じられ、テキサスで
生まれた黒人は、14 歳で自由人となるとされて
いる。またコアウィラ・イ・テハス州法（1827 年）
で奴隷制を禁止している。1843 年の組織基本法
（Báses Orgánicas）の 9条でも奴隷制の禁止が
明記されている（牛島 2017:89）。
メキシコはスペイン植民地ヌエバ・エスパー

連載：ラテンアメリカから米国への人の移動を考える（7）
―19世紀米国からメキシコへの逃亡黒人奴隷の動き―

牛島　万
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ニャの時代から、多くの黒人の流入が見られた。
主流はアフリカから強制的に連れてこられた黒人
であった。メキシコ東部（ベラクルス州）や太平
洋沿岸（オアハカ州、ゲレロ州）、あるいは中央
部のミチョアカン州などの黒人系の歴史に関する
先行研究の蓄積があるものの、これらの流れとは
全く別物であるのが、本稿で取り上げる米国から
メキシコへの逃亡黒人奴隷である。
1819 年までスペイン領フロリダが黒人奴隷の
逃亡先であり、ジョージアやサウスカロライナか
らの逃亡奴隷がすでに17世紀末期には見られた。
彼らは 1800 年頃から先住民セミノール族との混
血化が進み、1838 年以降、彼らはフロリダから
オクラホマへ移動する。さらに、1850 年の米国
逃亡奴隷法により、同国における逃亡による移動
は危険を伴うものとなるが、その前年の 1849 年
には、ジョン・ホースたちはメキシコへの逃亡を
果たした。彼らが最終的に到達したのがメキシコ
のコアウイラ州で、そこにナシミエントという村
落共同体を形成した。このメキシコのアフロ・セ
ミノール族はマスコゴと呼ばれている。
マスコゴの到来以前の米墨戦争（1846-48 年）
期において、黒人逃亡奴隷の詳細を知るための史
料が希少である。米墨戦争前夜の 1846 年 3月末
の段階で、米国軍がリオグランデまで南下し、マ
タモロス基地のメキシコ軍に対峙する形で布陣し
ていたが、この際に、アイルランド系の米兵が脱
走してメキシコへ逃げ、そこでメキシコ軍に入隊
し、聖パトリック大隊を編成した。また、この時
に軍の使用人として従事していた黒人奴隷もリオ
グランデを泳いでメキシコへ逃げたことは、史料
上把握されている。
1830 年代から 40 年代において、テキサス南
部のリオグランデ下流流域においては、米国南部
からの黒人逃亡奴隷をメキシコ人やドイツ人農園
主が保護し、メキシコへの逃亡を支援したことが
分かっている。さらに、これらの農園主と黒人の
混血の事例もある。
メキシコ政府やメキシコ北部諸州の州知事に対
し、米国領事が逃亡奴隷のメキシコ領内での身柄
の拘束と、奴隷主がその追跡のために合法的にメ
キシコ領内へ入国許可を求める交渉が頻繁になさ

れているが、メキシコ政府はこれを一切承認して
いない（メキシコ外相フアン・デ・ディオス・カ
ニェドあての 1839 年の書簡など）。また、1842
年 7 月 7 日付 Red Lander 紙によると、テキサ
ス州ジャクソン郡で黒人奴隷の逃亡に加担したと
いう罪で、複数のメキシコ系が死刑や拷問の刑に
処されている。
概して、スペイン系アメリカにおいては、理念
的に人種混淆論が支配的であり、その意味におい
て、メキシコにおける黒人研究はこれまで軽視さ
れてきた観がある。2015 年から、メキシコ国立
統計地理情報院（INEGI）はアフロ系を一つの区
分として設けている。2020年の同センサスでは、
その数を 257万人としている。

参考文献
イアン・ティレル
2010　  『トランスナショナル・ネーション アメ

リカ合衆国の歴史』（藤本茂生ほか訳）、
明石書店。

牛島万
2017　  『米墨戦争前夜におけるアラモ砦事件とテ

キサス分離独立―アメリカ膨張主義の序
幕とメキシコ』、明石書店。

増田義郎
1998　  『物語ラテン・アメリカの歴史』、中公新書。
Aguirre Beltrán, Gonzalo 
1981　  La población negra de México. SRA-

CEHAM, México.
Díaz Casas, María Camila
2017　  “Esc l av i t ud  y  l i b e r t ad  de  l o s 

afrodescendientes en el México del siglo 
XIX”. Relatos e historias (109):43-47.

2018　  “Desde el norte hacia el sur: esclavizados 
fugitivos en la frontera texano-
mexicana”. Alteridades 28(56):23-34.

その他、新聞記事等をインターネット上で参照
したが、紙面の関係上、その引用元のサイトの掲
示は省略する。

 （IELAK研究員）
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2021 年 9 月 30 日にオンラインで開催された
第 17回 IELAK研究会にて、今年度から科研費を
受けて実施している研究課題「ブラジルにおける
高齢者の扶養と介護をめぐる家族の機能の変化」
の背景と目的について発表を行った。本研究の目
的は、高齢化が進行するブラジルで、高齢の家族
を介護するということがブラジルの家族の機能と
成員間の関係に対してどのような変化をもたらし
ているのかを明らかにすることである。
この研究の背景にはまず、ブラジルにおいて高
齢化がすすんでいるということがある。政府によ
る高齢者を対象とした社会保障の整備について
は、日本でも研究が展開されている（近田 2009, 
2020）。研究の背景の 2点目として、市場におけ
る「介護」サービスの商品化がある。こうした変
化を受けて、「介護士（cuidador）」という職種の
認定と、介護に携わる労働者としての権利の保障
を問う研究（Guimarães 2016）がみられる。そ
のような研究においては、これまでブラジルにお
いて再生産労働を担ってきた「家政婦（empregada 
doméstica）」との差異化にも注目している。なお、
「家政婦」の権利保障に関する研究はブラジル国
内外で既に蓄積があり、本研究では「私たちは家
族」というレトリックのもとに雇用主と被雇用者
との間に築かれる不平等な関係性を批判する研究

（Brites 2007）を参照している。こうした家政婦
の存在がまた、ブラジルでの「家族介護神話」を
強固に、そして維持させてきた。
このような先行研究を踏まえ、本研究では、家
政婦を雇ったり介護サービスを利用できる階層を
対象とし、高齢者介護の担い手が多様化する中、
高齢の家族を介護するということがブラジルの家
族の機能と成員間の関係に対してどのような変化
をもたらしているのかを調べる。また、「介護」
を軸にして植民地時代から今日までのブラジルの
家族史を見直し、今日の家族の機能の特徴を炙り
出したい。
参加者からは、今後の研究を進める上で非常に
建設的なコメントが多々寄せられた。コメントに
共通していたのが、本研究の今後の課題の一つで
ある、高齢者介護をめぐる社会史の見直しに関す
るものである。「高齢化」は確かに近年の現象で
あるが、歴史学の観点からみると、ブラジルだけ
でなく他のラテンアメリカ諸国においても、家族
の成員間での「ケア」は長きに亘り行われ、正確
には、それを可能とする家族構成が築かれ維持さ
れてきた、との指摘があった。たとえば、娘のう
ちの一人を未婚のままにさせ、家族への「ケア」
の与え手という役割を担わせた。そのような者が
家族の一員としていることは、「当たり前」のこ

（第 17回 IELAK研究会報告）

高齢者介護からみえるブラジル社会

渡会　環

発表資料① 発表資料②
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ととしてラテンアメリカ社会では捉えられてきた
という。家族構成については本研究の調査項目に
含まれているが、その構成の分析は、参加者から
指摘のあった歴史的背景を理解することなしには
難しいだろう。
また、家庭外の「ケア」の担い手となる医療機
関についてもコメントがあった。ラテンアメリカ
では、カトリック教会が中心となって設置と拡充
を図ってきたという歴史があり、こうした慈善団
体が担った・担う高齢者介護の歴史も見直すとよ
いとのコメントをいただいた。移民からなるラテ
ンアメリカ諸国では、ブラジルの日系人が高齢者
介護施設を建設したように、民族系の介入も考慮
に入れるべきであろう。今後は、ラテンアメリカ
独自の社会形成の過程が反映された、多様な「ケ
ア」の担い手と、家族との関係性の考察も行なっ
ていきたい。

最後に、本発表を通じて確信したことを述べて
おきたい。高齢者介護を切り口にして、ブラジル
およびラテンアメリカ社会の過去から現在まで
を、鮮やかに描き出せるということである。

引用文献
近田亮平
2009　  「ブラジルにおける高齢者の生活保障シス

テムと老年学―変遷と現状―」、宇佐見耕
一編『新興諸国における高齢者の生活保障
システム調査研究報告書』、アジア経済研
究所、頁数なし。https://www.ide.go.jp/
library/Japanese/Publish/Reports/
InterimReport/pdf/2008_114_08.pdf
（最終閲覧日 2021年 9月 25日）

2020　  「転換の予兆を見せるブラジルの社会福
祉」、宇佐見耕一編『新 世界の社会福祉 
第 10巻中南米』、旬報社、165-199 頁。

Brites, Jurema. 
2007　  “Afeto e desigualdade: gênero, 

geração e classe entre empregadas 
domésticas e seus empregadores”. 
Cadernos Pagu (29):91-109.

Guimarães, Nadya Araujo.
2016　  “Casa e mercado, amor e trabalho, 

natureza e profissão: controvérsias 
sobre o processo de mercantilização 
do trabalho de cuidado”. Cadernos 
Pagu (46):59-177.

（愛知県立大学外国語学部准教授／ IELAK客員研究員）

（研究紹介・研究調査速報）

コロナ禍前夜に帰国したラテンアメリカ研究者の生活と意見

中沢　知史

2020 年 1月末、3年間務めた在ペルー日本大
使館専門調査員を離任し日本に帰国しました。コ
ロナ禍で空港利用者が激減し、土曜日夕方だとい
うのに静まりかえった羽田空港がとても印象的で
した。同年 4月から大学で教え始め、新大学生と
ともに「オンライン授業ネイティブ」になりまし
た。また、渡航して現地調査ができない制約のな
かでラテンアメリカ地域研究を遂行するにはどう
すればよいか、と模索しながら調査を進めて参り
ました。
総じて、コロナ禍前夜のラテンアメリカは、資
源ブームが終わって成長が鈍化し、従来抱えてき
た巨大な格差が縮まらないまま、これまで減少を

続けてきた貧困が再び増加に転じるという困難な
状況にありました。社会経済指標の悪化は紛争や
内部対立の火種となり、各国で政変やクーデター、
大規模な抗議活動を巻き起こしていきました。特
に 2019 年後半の情勢は極めて緊迫したものでし
た。当時は、朝から新聞に目を通しながらペルー
のラジオを聴き、チリのテレビ番組をチェックし
つつインターネットでアルゼンチン、ウルグアイ
の選挙過程を追いかけ、さらにSNSを通じて入っ
てくるボリビアの動向を見守っているうちに夜に
なり、そこから自分の頭を整理するために内外の
研究者とメールやチャットでやり取りする、とい
う生活を続けていました。いったいラテンアメリ
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カに何が起きているのか。ペルーで話を聞いたあ
る外務大臣経験者は、世界的に民主主義の危機と
権威主義、右派ポピュリズム、排外主義などの脅
威が叫ばれるなか、ラテンアメリカに 19世紀の
独立期以来の分裂と混乱が生じつつあると指摘し
ました。混沌とした様相を呈しコロナ禍でさらに
見通しがきかなくなったラテンアメリカに研究を
通じて接近し、いささかでもラテンアメリカ理解
に貢献できればという問題意識で研究を行ってお
ります。
これまで、ペルーの前に滞在していたウルグアイ
での調査と合わせ計5年間に収集したデータをも
とに、主に選挙プロセスの分析を通じてウルグアイ
とペルーの政治情勢を報告してきました（筆者のリ
サーチマップ参照 https://researchmap.jp/
tomofuminakazawa）。これまでの成果は、現地
にいて目の前で起きるさまざまな事象を必死で追
いかけた経験がもとになっており、速報性が高く
時事解説の色彩が強いものでした。現地との往来
が再開されないまま 2年が過ぎようとしている現
在、取り組んでいるのは、歴史的な視座を導入し
てラテンアメリカの現在を捉えようとする試みで
す。
より具体的には、20 世紀の戦間期に焦点を当
てています。例えばウルグアイでは、2019 年選
挙で左派から右派への政権交代が起きました。こ
の選挙では、長い歴史を有する二つの伝統政党が
手を結び左派の勝利を阻止した点でお馴染みのも
のでしたが、他方で、右派からアウトサイダーが
登場しキャスティング・ボートを握った点が注目
されました。そして、今回政権を握った右派の諸
勢力を調べてみると、彼らの先祖が 20世紀初頭

には既に政界に進出しており、農牧業を営む大土
地所有者の力を背景に保守・反動ブロックを形成
していたことが分かります。この保守・反動ブロッ
クは、1916 年に初めて行われた男子普通選挙で
改革派のバジェ・イ・オルドニェスに勝利して以
来、今日に至るまで 1世紀超、ウルグアイ政治に
おいて確固たる地位を占めています。目下の関心
は、この保守・反動の系譜が 1930 ～ 40 年代に
おける 2度のクーデターにどの程度関わっていた
か、です。ウルグアイは、安定した政党政治で知
られていますが、長い政党政治史の「例外」的な
時期に焦点を当てることで、民主政治がどのよう
にして崩壊し、また再度均衡へと至るのか、解明
できればと思っています。
他方で、ペルーでは 2021 年選挙で急進左派が

勝利し、それまでの右派路線からの劇的な転換が
起きました。僅差ではありましたが、カハマルカ
出身の農村教師カスティジョが、リマを中心とす
るエスタブリッシュメントに支持されたケイコ・
フジモリを決選投票で破りました。自前の政党を
持たず、教員と自警団組織（ロンダス）以外に支
持基盤がないカスティジョの勝利は何を意味する
のか。筆者は、ペルーにおける急進左派政権の登
場について、同じペルーの歴史家バサドレが使っ
た「地方の叛乱」という言葉を手がかりに意味づ
けを試みています。マリアテギやアヤ・デ・ラ・トー
レの同時代人であるバサドレは、1930 年代初頭、
寡頭支配が揺らぎ、反集権主義、反リマ中心主義
のうねりが地方から沸き起こる様をつぶさに観察
して「地方の叛乱」と名付けました。クーデター
や暴力が吹き荒れる騒然とした情勢のなか、バサ
ドレを含む知識人、法律家、政治家たちは、公正

エドゥアルド・ガレアーノが通った「カフェ・ブラジル」にて（モンテビデオ、2019 年 1月、筆者撮影） 
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左派ポピュリズムで「敵」と指弾されるのは、
庶民を搾取するローカルな寡頭支配層や巨大・多
国籍企業であったり、IMFや世銀といった国際金
融機関であったりする。その意味で、対外的な侵
略の脅威はしばしば支持者の団結や、ナショナリ
ズムの称揚に利用される。
例えばベネズエラ・チャベス政権で毎日の様に
言及された「敵」が「帝国」であろう。一般に米
国を指すが、その境界は曖昧且つ文脈依存的であ
る。植民地問題を語る際にはスペインが、石油問
題を語る時には欧米の石油メジャーが、或いは、
コロナワクチンを専有する先進国が「帝国」とい
う「敵」として登場する。かかる文脈において「帝
国」の手先としてチャベス、メキシコのアンドレ
ス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領（AMLO）
に拒絶されるのが「米州機構（OEA）」である。
米国も加盟国の一つであるOEAは、出資金の大
半を負担する代わりに、加盟各国の内政や経済体
制に口出しをするとの批判を受ける。「米国の裏
庭」ではない、との反発がそこにはある。
例えば、米国の体現する自由民主主義がある。
一般に代表制民主主義と言われる制度に対して、
AMLOやチャベスが対抗的に打ち出しているの
は直接民主主義である。代表（＝議員）はエリー
トであり、選挙が終わり次第掌を返すと批判の対
象となる。「豊かな国の貧しき民」を許容したの
は身内同士で「国民の富」を山分けした政党であ
る、と。そこで彼らは代替案として国民投票を主
張する。自身の罷免投票、憲法改正・修正、飛行

場の建設、汚職に手を染めたとされる元大統領の
訴追等、事例には事欠かない。
続いて経済体制。チャベスが自身の TV番組上
で、ALCA, ALCA, Al Carajo と叫んだ。米国の
体現する「米州における自由貿易体制（ALCA）
クソッタレ」を意味する。これに対抗してチャベ
スが打ち出したのが「ALBA（米州ボリーバル代
替構想）」である。言うまでもなく、ボリーバル
とはベネズエラ出身の政治家であり、南米諸国の
植民地主義からの解放者と知られるシモン・ボ
リーバルの名に由来する。弱肉強食の新自由主義
ではなく、各国の比較優位を念頭に、物々交換の
考えに基づき、扶助しあうのがその理念である。
ベネズエラの石油、キューバの医療従事者、ボリ
ビアのガスや農産品などを営利目的ではなく、融
通しあい、各国の社会開発を進める事を志向する
のである。
AMLOも、米国の体現する政治・経済体制に
違和感を唱える。OEAに代わる共同体が必要だ、
と。米州の各国メディアでとりわけ注目を浴びた
のが、2021 年 9 月 18 日にメキシコシティで開
催された「ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体
（CELAC）」第 6回首脳会合の場がそれを象徴的
に物語っている。米国、カナダを除く、ラテンア
メリカ・カリブの首脳が一同に会した本会合で耳
目を集めたのが米国と経済封鎖でもめるキューバ
のディアス・カネル大統領の訪墨であった。それ
に続き、ベネズエラ・マドゥロ大統領の到着が続
く。メキシコの全国各紙は、「会合そのものよりも、

「ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体」メキシコ首脳会合
　―ウゴ・チャベスとAMLOの「偉大なる祖国」―

林　和宏

な選管の設置や地方分権化、先住民の土地問題な
どを真剣に議論し、その成果は、部分的ではあれ
ど今日の選挙制度や法律に受け継がれています。
2021 年選挙で聞かれた「不正」の訴えは、先人
たちのこうした努力の歴史を貶めるものではない
か。前世紀に起きた「地方の叛乱」の過程を追う
ことで、ペルーにおける民主的な選挙制度構築の
歴史を忘却の淵から救い出せればと思っていま

す。
このように、当面は戦間期のウルグアイとペ
ルー、二足のわらじ状態で研究を進めて参る所存
です。早期の往来再開に期待して、ラテンアメリ
カでの新型コロナウイルス向けワクチン接種の進
行を見守りつつ。（2021 年 11月）

 （立命館大学嘱託講師／ IELAK客員研究員）



いえらっく　vol.42

13

政治・経済的な考え方の異なる首脳が激しく口論
した」旨報じた。実際、パラグアイ、ウルグアイ
の大統領がベネズエラのマドゥロ体制を「非民主
的」と批判し、マドゥロが民主主義についてこれ
ら首脳と討議する場を設けると応じた次第であ
る。AMLOは、CELACに先立つボリーバル生誕
238周年（7月 24日）の演説で、米州機構に「お
べっかを使う（lacayo）」事のない組織はないも
のか、と言及するが、その姿勢こそがCELACに
おける各国首脳の論戦に繋がったと言える。
CELACの前身は、メキシコを主導とし、中米

紛争を中南米域内で解決しようとのアイデアの下
に結成されたコンタドーラ・グループ（1983 年）
にあり、中米和平を経て改称されたリオ・グルー
プの 2008 年首脳会合でCELAC結成が宣言され
た。そこでは明確に「米国から自立した地域統合」
が謳われたのである。更に、CELAC正式結成は
2011年、チャベス下のカラカスでの出来事であっ
た事は付言に値するであろう。
石油ゼネスト、罷免国民投票、クーデターを切
り抜け、（WTI）石油価格が 150 ドルに届かんと
する全盛期のチャベスを 3年間現地で観察した筆
者は、同様に破竹の勢いで大統領に就任した
AMLOの言動に既視感の様なものを感じた。た
だ、本稿執筆の背景には、チャベス同盟に参加し、
クーデターで大統領が国外追放にあったホンジュ

ラスで、オブザーバー国日本の代表一員として
2009 年 6 月 OEA（於：ホンジュラス・サンペ
ドロ・スーラ市）総会へ参加した経験にも大きな
影響を受けている。その場で承認されたのが
OEAから追放されていたキューバの復帰であっ
た。ヒラリー・クリントン米国務長官（当時）も
出席した会合の議場で、食堂で、チャベスの外相
であったマドゥロ、ルーラ政権のアモリン外相、
チャベスに親和的とされたインスルサOEA事務
総長がシャノン米国務次官補を取り囲み喧々諤々
するのを目と鼻の先で観察した。国家主権とは、
ナショナリズムにおける他者とは、そして中南米
における共同性とは、を考える契機となった。
当時、健在であったカストロ兄弟は「ゴミ溜め
には戻らない」とOEAへの復帰を拒否した。そ
れから 10数年、中南米における主権を巡る戦い
は、静かに、然し確かに継続している。「偉大な
る祖国」を説いたのは解放者ボリーバルである。
米国が自由の名の下に米州に災難をもたらしたこ
とを糾弾し、ラテンアメリカ・カリブ諸国が団結
したら無敵になると主張した。叶わぬ夢となるの
か？メキシコが盟主を名乗り、前進に向かうの
か？米州地政学の今後から目が離せない。

 （IELAK客員研究員）

「  スペイン語の論文やジャーナルって存在するの？
価値あるの？」
という質問を受けたことがある。一瞬、イラっ
ともしたが、一呼吸おいて、「はい、あります。
価値もあります」と簡単に私は答えた。質問者は
理系の方だったので、学術界の共通言語ともいえ
る英語で、名のある雑誌に出版することに価値を
見出しているのだと想像する。では、英語以外の
言語で研究成果を公表することは無意味で価値の
ないものなのであろうか。各研究分野や環境で答
えは変わってくるのかもしれないが、個人的には
非常に重要であると思っている。

メソアメリカ考古学を専門とする筆者はスペイ
ン語、日本語、そして英語で研究成果を発表して
きた。それぞれに私なりの意味がある。
スペイン語は、メソアメリカを研究する者にとっ
て必須の言語である。私たちのような外国人にとっ
ては現地の研究者や地域の人々に研究を知っても
らうだけでなく、信頼を得て円滑に活動をするた
めに、スペイン語で研究成果を還元することは不
可欠である。ホットな情報を収集するならば、各
国の研究機関から出版されるスペイン語論文や調
査報告は重要な情報源になる。ローカルな出版物
だから、名のある雑誌ほど重要ではないという考

複数言語で論文を書いて意味あるの？
市川　彰
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えもあるようだ。しかし、重要なのは論文の中身
であって、その重要性を判断できるような知識や
能力を自分自身が身につけなければいけないと私
は思っている。私の学生時代には、メキシコ国立
自治大学、博物館、あるいは古本屋などにいかな
ければ入手できなかった書籍や論文も、デジタル
化の波によって、近年の出版物の多くは、世界の
どこからでもアクセスできるようになってきた。
このアクセスの改善によって、より多くの人の目
にとまる機会が増えることは意味があろう。
日本語の論文や書籍があること、研究発表の場
があることは、裾野の拡大や後進の育成という観
点からとても重要である。メソアメリカの世界へ
の入り口が日本語文献だったという方も多いだろ
う。先達の努力もあり、日本でもメソアメリカに
関する認知度は高まってきている。とはいえ、ま
だまだマイナーな分野であることも事実だ。母国
語であれば、微妙なニュアンスを伝えることもで
きるし、日本の読者の方も研究内容を理解しやす
い。また日本語の論文や書籍を書くことで、国内
の他分野の研究者ともつながりやすくなり、新し
い研究の展開が見込めることも大きな利点であ
る。
英語は、広く学術界で認められている言語であ
る。そのため圧倒的に論文や書籍の読者数も多い。
自分の研究成果を世界に発信し、さまざまな
フィードバックを得たいということならば、やは
り英語での研究成果の発信は有益である。筆者は、
現在、米国にて研究をおこなっており、学術コミュ
ニティや世間一般に研究を知ってもらうために英
語での発信は重要な手段となっている。そのため、
近年は、筆者は慣れない英語での成果発表に注力
している。
複数の言語で発表すると、読者やメディアの反
応も異なり、それぞれの国の研究状況や関心ごと
の違いなどを感じることができ、参考になること
も多い。例えば、筆者は、新大陸の歴史上最大の
火山噴火と言われるイロパンゴ火山の噴火の古代
社会における影響について研究をおこなってい
る。先行研究の多くは、災害による社会の衰退や
崩壊といったネガティブな影響を想定する一方
で、筆者は当時の社会は災害に対する強い耐性が
あったと主張する。こうした主張は、もちろん考
古学資料に基づくものだが、災害を何度も経験し、

その都度、復興を成し遂げてきた日本人にとって
はわりと受け入れやすい主張であると思われる。
またイロパンゴ火山のあるエルサルバドルでも、
人々の身近には常に火山があるため、その主張は
それほど驚くべきものではないようだ。一方で、
欧米の方々からは強い関心が寄せられた。もちろ
ん災害体験はあるだろうが、自然と人間のかかわ
り方や考え方が異なるせいか、筆者の想像を超え
る反響があった。このように複数の言語で発表し、
その反応の違いをみることで、学術コミュニティ
の背後にある各地域の社会的・歴史的・文化的背
景を垣間見れる点も非常に興味深い。
以上のような話をふまえても、冒頭の質問者は
やはり英語が重要だというだろう。しかし、それ
ぞれの地域に根付いた文化や歴史があって、それ
ぞれの地域において研究や科学が発展してきたこ
とも明らかである。それから、生物多様性の分野
では、非英語論文から得られた知見が、世界の生
物多様性の保全活動に重要な役割を果たしている
と報告されている。そして、英語だけにこだわっ
ていると、膨大な量の科学的知見を失うことにな
るとも警鐘が鳴らされている。複数の言語で研究
内容を書くことは、文章の論理的な構造や言い回
しの違い、どの程度の専門用語を使うかなど、な
かなか手を焼くことも多く、時間もかかる。とは
いえ、研究を多言語で発表することで様々な人た
ちと意思疎通ができるようになることは楽しい
し、やはり価値のあることであると筆者は思う。
これからも知識と言葉をもっと磨いていかねばと
思う今日この頃である。

 （IELAK客員研究員）
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コロナ禍で、コロナ・ビールを飲むことをためらった人は多い。逆に、コロナ・ビールを
飲んで、コロナに克つ、と景気づけてみた人もいたかもしれない。SNSでは、コロナ・ビー
ルを飲むと新型コロナに感染するというデマがまたたくまに広まった。「コロナ」という単語
がコロナ・ビール以外のものを指さないアメリカでは、消費者の 38％が、コロナ・ウイルス
と名前が似たコロナ・ビールを当面は買わないと表明したという 2020 年のデータがある。
コロナ・ビールのファンでも、買うのを控えると答えた人は 4％、公然とは注文しないとい
う人が 14％であった。1922 年からコロナ・ビールを製造するモデロ社は、売り上げ回復の
ため、コロナ禍の人々に寄り添うプロジェクトを打った。まず、医療従事者用に、瓶ボトル
の水 1万本を寄付。ボトルのラベルには、社名とPor nuestro México のフレーズが書かれ
ていた。次に、ノンアルコール缶ビール「Gracias Extra」を発売し、その売り上げを赤十字
へ寄付した。缶はコロナ・ビールのゴールドの泡と紺碧の海を思わせるツートンカラーで、
高級感がある。消費者はコロナ・ビールを飲んで、感謝の意を示すというわけだ。さらには、
最寄りの店から飲料の注文ができるウエブページを運営、そのうえ配達用に自転車 2,500 台
を用意し、小売店の救済を図った。この夏、世界トップのブランド・リサーチ会社Brand 
Finance 社は、コロナ・ビールを 2021 年世界ビール銘柄の第 1位と評価した。風評被害を
撥ね退けて、しかも堂々の 3年連続である。

 （立岩　礼子／ IELAK研究員）

No.42

講演会を企画し、関東から講師を招いた。久々
の対面でのイベントで、講師と旧交を温めること
ができた。前乗りした彼は銀閣寺から哲学の道を
通り永観堂の紅葉を堪能したと語った。その数日
後、別のイベントで受けいれた外国人のゲストを
ホテルで見送った。チェックアウトを済ませると、
ホテルのコンシェルジュに荷物を預け、足取り軽
やかに晴天の二条城へと向かっていった。
研究会や会議はリモートでも事足りる。効率で
言えばリモートは対面に勝る。海外や遠方からも
時間や費用の負担なく参加できる。本研究所のイ

ベントも昨年から今に至るまでほとんどをリモー
トで行っている。リモートだから発表していただ
くことができた講師も多かった。参加者も同じで
あろう。
一方、大学の講堂や教室で行われる講座に（内
容にかかわらず）毎回のように顔を出してくれた
方々にはリモートでも参加していただいているの
だろうか？　コロナ禍が過ぎ去れば、「その場に
身を置くこと」の意義が再検討されることになる。

 （AI）
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＜ IELAK研究会オンライン開催＞
研究所員間の学問的な交流、意見交換、共同研
究の可能性を探ることを目的とした IELAK 研究
会は、昨年夏よりオンライン開催に切り替えたこ
とで海外在住の客員研究員の参加も可能となり、
今年度も各回とも興味深いテーマかつ充実した内
容で開催された。

第 16回：2021 年 7月 22日（木）開催
発表者：  根川　幸男（国際日本文化研究センター・

プロジェクト研究員／IELAK客員研究員）
テーマ：  「  『文明の闘い』の最前線としてのブラジ

ル行き移民船̶Listas de Bordo と移
民乗客名簿を中心に̶」

第 17回：2021 年 9月 30日（木）開催
発表者：  渡会　環（愛知県立大学外国語学部准教

授／ IELAK客員研究員）
テーマ：  「  ブラジルにおける高齢者の扶養と介護

をめぐる家族の機能の変化」
第 18回：2021 年 10月 29日（金）開催
発表者：  フェリッペ・モッタ（大阪大学大学院文

学研究科特任助教／ IELAK客員研究員）
テーマ：  「  戦前期ブラジル日系社会のエスニック・

メディアと『聖戦』の論説」

本研究所客員研究員フェリッペ・モッタ先生が
JICA論文部門の最優秀賞を受賞

JICA 第二回海外移住「論文」及び「エッセイ・評論」の「論文部門」
において、本研究所客員研究員であるフェリッペ・モッタ先生（大阪大
学大学院文学研究科特任助教）がお書きになった、「異境での戦時体験を
記録して ―　マリオ・ボテーリョ・デ・ミランダと岸本昂一を事例に」
と題する論文が最優秀賞に選ばれました。日系ブラジル移民研究がご専
門で、戦争に翻弄された二人の人物を取り上げたものです。ラテンアメ
リカ研究所所員一同心よりお喜び申し上げます。

フェリッペ・モッタ先生
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